
□日程

□時間

□場所

項目 単価 数量 小計

食事代 100 467 46,700

活動支援金 10,000

活動支援金 50,000

活動支援金 30,000 個人寄付

協賛金 10,223

助成金 190,000

合計 336,923

項目 単価 数量 小計

食材 52,538

広告宣伝費 103,567

広告宣伝費 48,600

広告宣伝費 60,000

会場使用料 10,400

消耗品費 53,798

保健所申請費 8,020

合計 336,923

収入

備考

YK life marketing 

こどもの食卓　2019年度事業報告書

平成31年4月1日〜令和2年3月30日　計４回開催＋α

夕食、昼食

葉山町内の飲食店・自治会館など４カ所、ほか葉山町内各所

□実施内容

【こどもの食卓】葉山町内（上山口、堀内、一色、長柄地区）の飲食店、自治
会館、寺院を活用して、春夏秋冬で1回ずつ、計4回開催予定。全回とも保健所
の審査を行い、町の後援を取得して、掲示板、回覧板にて広報を行う。町内の
小、中学生の参加、延べ参加人数は230人。
【葉山こども弁当】葉山町内各所で休校中のこどもの昼食および活動サポート
を目途に7日間のプログラムを開催。町内の小・中学生の参加、延べ参加人数
は240人程度。

□出席者/協力
者
（敬称略・順
不同）

井上園子、大場勇弥、小森谷もえ、寒川一、鈴木佳野、高木奈美、高田明子、
高橋雅英、谷村実里、船津あゆみ、ベーグ珠美、本多法仁、松本クニ、三田佳
子、宮川海奈、宮本晃枝、山口冴希、湯浅芳美、清水明絵、清水淳、青柳みほ
こ、葉山こどものための歯医者さん、茅ケ崎徳多屋（まぐろ）、BEAT ICE、玉
蔵院、音羽の森ホテル、amigo market、逗子葉山常備菜研究所、コッシーナ、
café manimani、タカナシ乳業横須賀営業所、フードバンクかながわ、ほかほ
か弁当葉山一色店、一色ボート、かざはやファクトリー、THE FIVE BEANS、椿
米店、島の八百屋さん、逗葉ライオンズクラブ、TIDE POOL、EMショップ地
天、YKライフマーケティング、FOOD-MEDICINE NETWORK、belltreefarm、いさ
むファーム、石井牧場、平の里ファーム、ブリアント（生花）、Le Plaisir
（生花）、とげいつこ（イラスト）、HOME GROUND（HP制作ほか）

玉蔵院

かざはやファクトリー（持出し金）
※年度末、活動支援金にて調整

年末たすけあい運動助成金より

支出

備考

HP制作費・運営費

インタビュー委託費

逗葉ライオンズクラブ

食材、お弁当経費

チラシ制作費・印刷費

上山口会館ほか、駐車場代

エプロン制作費、コピー代



□日程

□時間

□場所

項目 単価 数量 小計

食事代 100 60 6,000

助成金 124,405

合計 130,405

項目 単価 数量 小計

食材
4,817

広告宣伝費
24,590

会場使用料
9,100 9,100

広告宣伝費
48,600

消耗品費
43,298

合計 130,405

年末たすけあい運動助成金より

第9回こどもの食卓　実績報告書

令和元年6月12日（水）

１７時〜２０時

上山口会館

□実施内容

① 働く親や子育て中の親（特にお母さんたち）の手助けとなる場所
② こどもが一人で食べにこられる場所
③ こどもが安心して食べられる場所（「弧食」への対応、食材の対応等）
を目標に、こども食堂を開催。
小学生の子供（60人）に、有料（１００円）で食事を提供、ワークショップを同時開催
した。

□出席者/協力
者
（敬称略）

井上園子、小森谷もえ、鈴木佳野、高木奈美、高田明子、高橋雅英、谷村実
里、船津あゆみ、ベーグ珠美、本多法仁、三田佳子、宮本晃枝、山口冴希、湯
浅芳美、しゅんや先生、清水明絵、清水淳、青柳みほこ、葉山こどものための
歯医者さん、ほかほか弁当葉山一色店

収入

備考

支出

備考

チラシ制作費・印刷費

HP制作委託費

エプロン制作費、コピー代



□日程

□時間

□場所

項目 単価 数量 小計

食事代 100 50 5,000

助成金 65,595

協賛金 20,735

合計 91,330

項目 単価 数量 小計

食材
0

広告宣伝費
26,530

広告宣伝費
60,000

交通費
1,300

消耗品費
3,500

合計 91,330

年末たすけあい運動助成金より

第10回こどもの食卓　実績報告書

令和元年9月11日（水）

１７時〜２０時

港の灯り

□実施内容

① 働く親や子育て中の親（特にお母さんたち）の手助けとなる場所
② こどもが一人で食べにこられる場所
③ こどもが安心して食べられる場所（「弧食」への対応、食材の対応等）
を目標に、こども食堂を開催。
小学生の子供（50人）に、有料（１００円）で食事を提供、ワークショップを同時開催
した。

□出席者/協力
者
（敬称略）

井上園子、小森谷もえ、鈴木佳野、高木奈美、高田明子、高橋雅英、谷村実
里、船津あゆみ、ベーグ珠美、本多法仁、松本クニ、三田佳子、宮本晃枝、山
口冴希、湯浅芳美、しゅんや先生、清水明絵、清水淳、徳多屋（まぐろ）、
BEAT ICE、ほかほか弁当葉山一色店、TIDE POOL

収入

備考

かざはやファクトリー

支出

備考

チラシ制作費・印刷費

インタビュー委託費

駐車場代

コピー代



□日程

□時間

□場所

項目 単価 数量 小計

食事代 100 70 7,000

協賛金 30,097

合計 37,097

項目 単価 数量 小計

食材
0

広告宣伝費
25,577

保健所申請費 8,020

消耗品費
3,500

合計 37,097

かざはやファクトリー

第11回こどもの食卓　実績報告書

令和元年11月27日（水）

１７時〜２０時

玉蔵院

□実施内容

① 働く親や子育て中の親（特にお母さんたち）の手助けとなる場所
② こどもが一人で食べにこられる場所
③ こどもが安心して食べられる場所（「弧食」への対応、食材の対応等）
を目標に、こども食堂を開催。
小学生の子供（70人）に、有料（１００円）で食事を提供、ワークショップを同時開催
した。

□出席者/協力
者
（敬称略）

井上園子、後藤美奈子、小森谷もえ、鈴木佳野、高木奈美、高田明子、高橋雅
英、谷村実里、船津あゆみ、ベーグ珠美、本多法仁、三田佳子、宮本晃枝、山
口冴希、湯浅芳美、若杉かおり、清水明絵、清水淳、葉山こどものための歯医
者さん、see the sun、EMショップ地天、ほかほか弁当葉山一色店

収入

備考

支出

備考

チラシ制作費・印刷費

コピー代



□日程

□時間

□場所

項目 単価 数量 小計

食事代 100 50 5,000

協賛金 28,091

活動支援金 10,000

合計 43,091

項目 単価 数量 小計

食材
12,721

広告宣伝費
26,870

消耗品費
3,500

合計 43,091

かざはやファクトリー

第12回こどもの食卓　実績報告書

令和2年2月26日（水）

１７時〜２０時

音羽の森ホテル（別邸）

□実施内容

① 働く親や子育て中の親（特にお母さんたち）の手助けとなる場所
② こどもが一人で食べにこられる場所
③ こどもが安心して食べられる場所（「弧食」への対応、食材の対応等）
を目標に、こども食堂を開催。
小学生の子供（50人）に、有料（１００円）で食事を提供、ワークショップを同時開催
した。

□出席者/協力
者
（敬称略）

井上園子、大場勇弥、小森谷もえ、鈴木佳野、高田明子、ベーグ珠美、本多法
仁、三田佳子、山口冴希、湯浅芳美、清水明絵、清水淳、音羽の森スタッフの
皆様、タカナシ乳業横須賀営業所、café manimani、島の八百屋さん、EM
ショップ地天、フードバンクかながわ、FOOD-MEDICINE NETWORK、嘉山農園、
belltreefarm、いさむファーム、石井牧場、平の里ファーム、ブリアント（生
花）、Le Plaisir（生花）

収入

備考

YKライフマーケティング

支出

備考

鶏肉、パイシート、魚

チラシ制作費・印刷費

コピー代



□日程

□時間

□場所

項目 単価 数量 小計

食事代 100 237 23,700

活動支援金 30,000

活動支援金 50,000

合計 103,700

項目 単価 数量 小計

食材
0

お弁当経費 35,000

合計 35,000

7日間×5000円

逗葉ライオンズクラブ

※68,700円は2019年度持ち出し金相殺

支出

備考

□出席者/協力
者
（敬称略）

井上園子、大場勇弥、小森谷もえ、寒川一、鈴木佳野、高木奈美、高田明子、
髙波たく、本多法仁、山口冴希、湯浅芳美、清水明絵、清水淳、逗子葉山常備
菜研究所、コッシーナ、café manimani、ほかほか弁当葉山一色店、一色ボー
ト、かざはやファクトリー、THE FIVE BEANS、椿米店、島の八百屋さん、逗葉
ライオンズクラブ、belltreefarm、いさむファーム、石井牧場、平の里ファー
ム

収入

備考

個人寄付

番外編・こどもの食卓　実績報告書

令和2年3月6日（金）～14（土）

日中

仙元山、一色海岸、南郷公園、森戸海岸　等

□実施内容

① 働く親や子育て中の親（特にお母さんたち）の手助けとなる場所
② こどもが一人で食べにこられる場所
③ こどもが安心して食べられる場所（「弧食」への対応、食材の対応等）
を目標に、こども食堂を開催。
小学生の子供（237人）に、有料（１００円）でお弁当を提供、野外でのワークショッ
プを同時開催した。

葉山こども弁当プロジェクト


